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BildなきBildung、あるいは「生き様」のエートス
――フーコーの自己形成論をめぐって



フーコーと教育研究
■ 『監獄の誕生――監視と処罰』（1975年）

⇔その後のフーコー受容（統治性、新自由主義、パレーシア論
……）

■ 堤さんのご関心：80年代のフーコーの主体形成論

■ 問い：近代教育批判のあとでどのようにして「ポジティブ」な主
体を構想できるか？

■ 本報告：「自己形成（formation de soi）」という観点から上記の
問いにアプローチ



フーコーと主体（形成）の問題
■ 60年代の〈人間〉批判：「人間は波打ちぎわの砂の表情のように
消滅するであろう」（Les mots et les choses. Une archéologie 
des sciences humaines, 1966, p.398/jp., p.409）

⇒「主体」の死の宣告

■ 80年代：古代哲学をリソースに主体を語り始める

■ 「主体化（subjectivation）の様々な様態の歴史を作り出すこと」
（« Le sujet et le pouvoir », 1982, in Dits et écrits II 1976-1988, 
p.1042）

⇒臣従化としての主体化とは異なる主体形成の可能性の探求



喚起される謎

i. 「『別の』主体性」（p.1）はほんとうにありうるのか？

ii. 自己の統治は自己の監視ではないのか？師の教導は隷属化の
別名ではないのか？



プラトニズムのパラドックス
■ 出発点：プラトニズムの「大いなるパラドックス（le grand 

paradoxe）」（HS, p.75/jp., p.91）

i. 自己への配慮の「至上の形式」は自己認識である

ii. 自己認識が真理へのアクセスの条件をなす

iii. 自己認識は自己の内に「神的なもの（le divin）」を見出すこ
とで可能となる

■ 自己認識において交差する「理性性（rationalité）」と「霊性
（spiritualité）」

■ 少なくとも17世紀にまで至るヨーロッパの思想を象る逆説：内在
／超越、有限／無限、内部／外部、自己／他者、哲学／神といっ
た一連の対のあいだを走る緊張



紀元1c～2cにかけてのヘレニズム期の思想
■ 自己認識の地位が低下、修練を通じた自己の「陶冶（culture）」、
「自己形成（formation de soi）」のなかに自己認識が統合される

■ 「ドイツ人たちであればSelbstbildungと言うだろうもの」（HS, 

p.46/jp., p.56）

■ 問い：ヘレニズム期の思想の解釈をつうじてフーコーはどのよう
なBildung論を提示しようとしたのか？



自己の発見と自己の創造
■ 「超越」が抜け落ちる

⇒「ひとつの内在のエートス（une éthique de l‘immanence）」
（HS, p.512/jp., p.592）

■ アドによる批判：

i. 情念的で個的な主体⇒個を包み込むコスモスの「全体」

ii. 「生存の美学」ではなく、自己の乗り越えやそれに至る修練
的自己形成が問題であった

（Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, 2002, 

pp.308-310）



自己の発見か自己の創造か
■ アドによる批判から見えてくること：

⇒自己の乗り越えをどう描くか？

アド：自己の「発見（découverte）」

フーコー：自己の「創造（création）」

（Daniele Lorenzini, Éthique et politique de soi, 2015, 
pp.229-231.）

■ 「発見」：あらかじめ「ある」が隠されているものの覆いをはぐ

⇔「創造」：前もって措定される本質や無時間的な理念を想定
しない自己形成



BildなきBildung？
■ 「いまだかつてそうであったことのないものになる」（HS, 

p.92/jp., p.111）

■ フーコー的Bildung論：Bild（図、像、表象）なきBildung？

➢ 個に眠っているものを開花させるのではなく、固定化された自
己を解体し絶えず乗り越えてゆく

➢ しかもゴールた終着点がない

⇒「エートス」の問題へ：生存様式のレベルで「エートスを制作
する」（HS, p.227/jp., pp.278-279）こと（ハイデガーへの応答）



論点①：自己形成を何が「動機づける」のか？
■ 将来への準備ではない自己形成、その自己目的性

解答①：「意志」：「批判とは何か？」（1978年）

■ 15-16世紀の西欧：「統治の爆発」と「徳一般」としての「批判」

■ 「批判」：

➢ 「あまり統治されない技法（art de n’être pas tellement
gouverné）」

➢「確固たる意志にもとづいた不服従（inservitude volontaire）」

➢「熟慮された不従順（indocilité réfléchie）」

⇔問い：「意志」、「熟慮」はどうして可能なのか？私たちは身
体のレベルで「従順なdocile」主体＝臣従として仕立てあげられてい
るのではなかったか？（『監獄の誕生』）



論点①：自己形成を何が「動機づける」の
か？

■ 解答②：「師」の存在

■ « maître »という語の二義性：師と主人

⇒問い：師による教導は主人への隷属化のプロセスとどのように
区別されるのか？



論点②：エートスを一般化してよいのか？

■ フーコーのエートス制作的Bildung論を「模範（Vorbild）」として
よいのか？

■ エートスとモラルの区別：

エートス：自己自身との関係⇒自己の個別性・特異性・唯一性

モラル：行動規範⇒普遍性・一般性⇒法・法則

⇒フーコー：モラルに解消される手前でエートスを捉える

（cf. 武田宙也『フーコーの美学――生と芸術のあいだで』, 2014年, 

pp.159-160）



論点②：エートスを一般化してよいのか？

■ 「個人主義（individualisme）」：

➢ 「自己への諸関係の強烈さ（l’intensité des rapports à soi）」
➢ 「自己変革、自己矯正、自己浄化、自己救済を目標として、自

分自身を自分の認識の対象ならびに行動の領域と見なすよう呼
び求められるêtre appelé諸形式の強烈さ」

（Histoire de la sexualité 3. Le souci de soi, 1984, p.56/jp., p.p.58-
59）

■ 「道徳化」を許さない「生き様」

Cf. 千葉雅也「生き様のパレーシア」、小泉義之・立木康介編
『フーコー研究』、2021年、所収）

⇒問い：結局……私たちはどう晩年のフーコーのテクストを読め
ばよいのか？
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